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１ 県南地方の概要

（１）地勢
県南地方は、首都圏から東北圏への入口にあたる福島県の最南端に位置し、栃木

県・茨城県に接し、白河市をはじめとする１市４町７村からなり、その面積は１，２３３．２４
ｋ㎡で、県土の１３，７８２．５４ｋ㎡の８．９％、中通り地方の２３．０％を占めています。
東部に阿武隈山系、西部に奥羽山系、南部に八溝山系があり、西白河地方のほぼ

中央を北に向かって流れる阿武隈川と東白川地方の南部を南東に向かって流れる久 慈
川の流域に沿って平野部が開けています。

（２）気候
県南地方の気候は、複雑な地形と山系の接近によって山岳気候の
影響を強く受け、管内西部に位置する西白河地方では比較的冷涼で
気温が低く、降雨量が多いのに対し、東南部の東白川地方は温暖で
積雪は極めて少ない気候となっています。
なお、白河合同庁舎の標高は３５６．６３ｍに位置しています。

（３）人口
管内の人口は、平成１６年４月１日現在、１５４，５９８人で、県人口

２，１０５，２６７人の７．３％を占めています。
このうち白河市が４８，０２６人で３１．１％、西白河郡が６８，４７５人
で４４．３％、東白川郡が３８，０９７人で２４．６％をそれぞれ占めてい
ます。
年齢別人口割合は年少人口（０～１４歳）が２４，４０６人で１５．８％
生産年齢人口（１５～６４歳）が９６，９８３人で６２．７％、老年人口（６５
歳以上）が３３，２０５人で２１．５％、年齢不明が４人で、県全体の構成
割合とほぼ同じです。

２ 農業・農村・森林林業

（平成１２年世界農林業センサスより）（１）農家数・林家数
管内の総世帯数は４６，４８６世帯で、このうち農家数は１０，７０１戸で２３．０％を占めています。
農家数の内訳を見ると、販売農家が９，３５５戸で８７．４％、自給的農家が１，３４６戸で１２．６％をそれぞ

れ占めています。
一方、管内の林家数は４，７７９戸で、総世帯数の１０．３％を占めています。
林家数の内訳を見ると、農家林家が３，９９３戸で８３．６％、非農家林家が７８６戸で１６．４％をそれぞれ

占めています。

（平成１２年国勢調査より）（２）就業者構造
管内の就業者総数（１５歳以上）は７８，６４８人で、産業別の内訳は、第１次産業が９，２６８人で１１．８

％、 第２次産業が３２，９９８人で４２．０％、第３次産業が３６，３８２人で４６．３％をそれぞれ占めています。
第１次産業就業者の内訳を見ると、農業就業者が８，８７７人で９５．８％、林業就業者が３６８人で４．０％

水産業就業者が２３人で０．２％をそれぞれ占めています。

（福島農林水産統計年報・福島県森林・林業統計書より）（３）耕地面積・森林面積
管内の土地面積は１２３，３２４ｈａで、耕地面積は１８，８３７ｈａで土地面

積の１５．３％を占めています。
耕地面積のうち、田は１２，６６３ｈａで６７．２％、畑は６，１７４ｈａで３２．８

％をそれぞれ占めています。
また、民有林・国有林を合わせた森林面積は８１，８６８ｈａで、土地面積

の６６．４％を占めています。
西白河地方では耕地面積の割合が７０．５％を占め、東白川地方では森

林面積が５９．５％を占めており、土地面積の特徴を活かした産業が営まれ
ています。

（福島農林水産統計年報）（４）農業産出額
管内の平成１４年の農業産出額は３３９億２，６００万円で、農産物・畜産

・加工農産物が３２５億８，７００万円で９６．０％、菌茸類が１３億３，９００万
円で４．０％をそれぞれ占めています。
農業産出額の内訳は最も多いのが米で１２９億８，０００万円で３８．３％

次いで野菜の７９億５，０００万円で２３．４％、畜産の５４億２，０００万円で
１６．０％、花きの１４億９，０００万円で４．４％の順となっています。
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農業産出額は、平成１２年以降若干ではあるが増加推移を示しているものの、農産物価格の伸び悩み、
担い手の減少、外国産農産物の輸入増加などにより、ピーク時であった昭和６０年の４２９億３，８００万円
（菌茸類を除く）から１０３億５，０００万円（△２４．１％）減少しています。

（県農林水産部農村整備領域調査より）（５）ほ場整備の状況
平成１５年度末における管内の耕地面積１８，８３７ｈａのうち、ほ場整備

面積は９，８８５．６ｈａで５２．５％の整備率となっています。
田の面積１２，６６３ｈａに占めるほ場整備面積は８，００９．５ｈａで整備率

６３．３％となっています。
また、畑の面積６，１７４ｈａに占めるほ場整備面積は１，８７６．１ｈａで、

３０．４％の整備率となっています。

（平成１５年度県南農林事務所調査より）（６）集落排水処理施設の整備状況
管内ではいち早く農業集落排水処理施設の整備に取り組み、現在では管内全市町村の４７地区で事業を

実施し、既に４０の地区で供用を開始しています。
平成１５年度末における供用可能人口は３３，９９９人、整備率６４．５％となっており、農村における環境の

整備が一段と進んでいます。

（福島県森林・林業統計書より）（７）森林面積
当管内は県北、県中、白河市及び西白河郡を包括する阿武隈川森林計
画区と東白川郡を包括する奥久慈森林計画区の２つの森林計画区を有し
ています。
平成１４年度末の管内の森林面積は、８１，８６８ｈａで、民有林が４９，５

５４ｈａ、国有林が３２，３１４ｈａとなっています。
また、民有林の人工林・天然林面積を見ると、人工林が２３，９８０ｈａ、天

然林が２４，８５０ｈａとなっています。
東白川郡を包括する奥久慈森林計画区は特に古くから奥久慈林業とし

て有名であり、民有林２７，１０３ｈａのうち人工林が１５，６５１ｈａ（５７．７％）
を占めており、県内でも有数の人工林優良材の供給地域となっています。

（福島県森林・林業統計書より）（８）林産物の生産状況
管内の平成１３年の素材生産量は１２９千m3であり、針葉樹が１０７千m3
広葉樹が２２千m3となっており、東白川郡では素材生産量の８４．９％を占
め、中でも針葉樹は９０．１％にまで達しています。
また、平成１４年度の木炭・生しいたけの生産量は、木炭が２３５ｔ、生し

いたけが１，２５０ｔとなっており、木炭は鮫川村が、生しいたけは白河市が
県内で１位の生産量となっています。

（福島県森林・林業統計書より）（９）林道の整備・保安林の指定状況
管内における平成１４年度末の林道延長は３７２，０５３ｍで、林道密度は７．５２ｍ／ｈａとなっており、県平
均の林道密度を若干上回っています。中でも、東白川郡については１０．４２ｍ／ｈａと県内で最も高い林道
密度となっており、素材生産に大きく貢献しています。
また、平成１４年度末の保安林指定面積は３，５９５ｈａで、昭和５５年度末の保安林指定面積２，２８６ｈａの
１５７．２％にまで伸びており、安全・安心のできる暮らしの実現を図るため計画的な保安林の指定と保安林
内の森林の維持造成さらには計画的な治山事業を実施しています。

（１０）平成１５年度異常気象災害（冷害）
平成１５年は６月下旬以降、低温・日照
不足が続き、東北南部で「梅雨明けが特
定できない」という、平成５年・同１０年同
様の異常な気象となり、全県的に農作物
の異常気象災害が発生しました。
管内の被害状況を見ると、被害面積は
８，２３１．７ｈａ、被害額２，６８９，６５５千
円であり、県全体に占める被害状況を見
ると、被害面積では１２．５％、被害額で
は１１．５％となりました。
管内被害面積の内訳では、稲が６，７７１．７ｈａ、飼料用作物が１，１８４．８ｈａ、野菜が１３０．２ｈａであり、

被害額では、稲が２，３５７，４３３千円、野菜が２０３，４１８千円、飼料用作物が９０，１２５千円となっており、
水稲の冷害を中心に大きな被害が生じました。
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